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１．はじめに 

 エネルギー政策の主要政策目的となってきたエネルギー

安全保障は，さまざまに定義されてきたが，近年，その概

念は変化し，拡大しつつある． 

 本稿では，まず主要な政策文書を渉猟し，エネルギー安

全保障概念の展開をたどることとしたい. 端的に言って, 

「主に石油の安定供給」を「（特に中東地域における）国家

間・国家内の地政学リスク」から守る, という 20 世紀の古

典的なエネルギー安全保障概念は, 21 世紀に入ってから, 

「石油以外のエネルギーも含むエネルギー全般の安定供

給」を「（国家間・国家内の地政学的リスクのみならず） 非

国家主体・テロリストのリスク（サイバー攻撃を含む）や

自然災害・事故のリスク」からも守るものへと拡張されて

きている. 

  さらに, このように拡張されたエネルギー安全保障概念

に基づいた政策努力の一例として，アジア太平洋エネルギ

ー協力（APEC）の下のエネルギー協力において，新たなエ

ネルギー安全保障概念に基づく取り組みがいかに行われて

いるのか，緊急時演習に焦点を当てて分析を試みることと

したい． 

 

２．古典的エネルギー安全保障概念 

 エネルギー安全保障の概念は, 1956 年のスエズ危機(ま

たは第 2 次中東戦争)により, ヨーロッパで石油供給に不

安を生じたことに淵源を発する 1)．その後,第 4次中東戦争

及びイラン革命がそれぞれ引き金となった 1973 年と 1979

年の 2 度の石油危機を経て,国民国家間または国民国家内

の紛争などに起因する地政学的リスクに対するエネルギー

の安定供給を図ることと定義されるに至った 2)．その際，

安定供給を確保すべきエネルギーとしては，最も重要なエ

ネルギー資源として, 主に石油が対象となり，地政学的リ

スクに関しては，その石油の主たる産出地域でありながら，

政治・社会情勢が安定していない中東地域に関心が向けら

れた. 

このような古典的意味でのエネルギー安全保障は, 20 

世紀末に至るまでにほとんどの国のエネルギー政策におい

て, 最重要の政策目的, あるいは少なくとも最も重要な諸

目的の一つとされてきた．先進国は 1974 年に国際エネルギ

ー機関(International Energy Agency: IEA)を結成し, 石

油産出国による石油輸出制限に対抗するために,石油備蓄
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を保有することを合意した． 

 

３．エネルギー安全保障概念の変化 

その後も, エネルギー安全保障の中核的意味がエネルギ

ー供給の安定性にあることに変化が生じていないが, 21 世

紀初頭以降, 三つの重大事件を契機としてエネルギー安全

保障の定義は変化し, 拡大してきている． 

まず, 2001 年 9 月 11 日に米国で発生した同時多発テロ

攻撃は,国家主体のみならず,「暴力的な非国家主体」

(Violent non-state actors: VNSA)あるいはテロリストが,

国家安全保障への脅威となりうることを示した．国家安全

保障の構成部分として,エネルギー安全保障も VNSA やテロ

リストに対処しなければならなくなった．その際,石油貿易

に加えて, 電力システム, 特に原子力発電所は,テロ攻撃

の潜在的なターゲットと見なされるようになった．また,

サイバー攻撃がテロリストによる脅威の手段となった．内

包する放射性物質の危険性ゆえ, 原子力発電所やその関連

施設は,保護を必要とする最も重要な標的となった．国際原

子力機関(International Atomic Energy Agency: IAEA)は

「核セキュリティ」の新たなコンセプトの下, 様々な保護

対策を統合している 3)．さらに, 情報通信技術(ICT)が発達

し,エネルギー供給システムで広く採用されることにより,

物理的な攻撃のみならず, サイバー攻撃もテロリストによ

る脅威の手段となっている．その結果, 「サイバーセキュ

リティ」との新たな概念が形成され, エネルギー政策当局

においても使用されている．最近では, 2016 年に北九州市

で開催された主要国首脳会議(G7)のエネルギー大臣会合に

おいて, デジタル化されたエネルギーネットワークへのサ

イバー脅威に警告が発せられた 4)．このように, 新たな脅

威主体の登場, 保護すべきエネルギー供給システムの追加, 

脅威行動の新しい手段が, エネルギー安全保障の定義に加

えられた． 

第二に, 2005-06 年に生じたロシア・ウクライナガス紛

争は,ヨーロッパでの天然ガスの供給不足を引き起こした．

石油は世界的に支配的な燃料であり続けているものの, 天

然ガスが熱供給や発電のための主要燃料に加わった．また,

石油とは異なり, 天然ガスは備蓄が困難であり,エネルギ

ー安全保障上の主要な懸念事項となっている 

これらの懸念に対処するため, IEA は「ガス緊急時政策: 

IEA 諸国はいかに対応するか?(Gas Emergency Policy: 

Where do IEA Countries Stand?)」と題する報告書を 2011

年に取りまとめた 5)．2012 年には APEC エネルギー大臣会

合において, APEC 石油・ガス緊急時演習(APEC Oil and Gas 

Emergency Exercise: OGSE)を開始するよう, APEC のエネ

ルギー担当官及びアジア太平洋エネルギー研究センター

(Asia Pacific Energy Research Centre: APERC)に指示し

た 6). さらに 2014 年にはこれを石油・ガス緊急時イニシア

ティブ(APEC Oil and Gas Emergency Initiative: OGSI)

へ拡大するよう指示された 7)．2016 年の G7 エネルギー大

臣会合においても, ガス供給安全保障の強化が提唱された

4)． 

第三に, 2005 年にハリケーン・カトリーナが米国・メキ

シコ湾での原油生産・石油精製施設に多大な被害を及ぼし

た．米国エネルギー省は戦略的石油備蓄を放出し, IEA は

初期緊急時対応計画(Initial Contingency Response Plan: 

ICRP)に基づいて加盟国に石油備蓄放出を呼びかけた．これ

は, ハリケーン・カトリーナなどの自然災害がエネルギー

安全保障への脅威であると認知されたことを意味する．上

述のテロとは異なり, 自然災害は地政学的リスクとして分

類することはできない．言い換えれば, 脅威の全く新しい

カテゴリが,エネルギー安全保障の概念に追加されたとい

える．その後も, 自然災害は各国のエネルギー安全保障を

脅かし続けている．2011 年の東日本大震災は福島第一原子

力発電所事故を含めエネルギーインフラに深刻な損傷を与

え,2013 年のスーパー台風ハイヤン(Haiyan)はフィリピン

のエネルギーインフラを直撃した． 2015 年の APEC エネル

ギー大臣会合の開催エコノミー(APEC では参加する国・地

域を「エコノミー」と呼称する)として,フィリピンは APEC

エネルギー協力のための政策目標の一つに「エネルギー強

靭性 (Energy Resiliency)」を提案した．自然災害及び人

災に対するエネルギーインフラの物理的な頑健性に焦点を

当てて, エネルギー強靭性はエネルギー安全保障の下位概

念として追求され始めている． 

 

４．エネルギー安全保障のための APEC 協力 

4.1 The Joint Southeast Asian Exercise 
上述の2012年APECエネルギー大臣会合の指示を受けて, 

APERC は, 東南アジア諸国連合（ASEAN）に加盟する 7APEC

エコノミー（ブルネイ・インドネシア・マレーシア・フィ

リピン・シンガポール・タイ・ベトナム，(アルファベット

順))を対象とした The Joint Southeast Asian Exercise

をタイ・バンコック市において 2013 年 9 月 18 日～20 日に

実施した. 同演習には 7 エコノミーにおいて石油及びガス

の安定供給に携わる政府担当官等が参加したが, その際

APERC が提示した緊急時のシナリオは, エネルギー安全保

障概念の変化を反映したものであった 8). 

すなわち, 2 段階に分かれた緊急時シナリオの第 1 段階

では, 7 エコノミー共通の緊急事態として, テロリストの

エスカレートする活動（サイバー攻撃を含む）により, 中

東地域からの石油及び液化天然ガスの輸入が減少すること

が想定され, 参加者に対応策の検討が求められた. 第 3 章

の第 1 点で指摘したテロリストの脅威とともに, 第 2 点で

IEEJ：2017年2月掲載 禁無断転載



指摘した天然ガスの保護対象化が考慮されている． 

 

 

 

 

 

 

 

   

図１ 第 1段階シナリオ説明ビデオ画面 

第 2 段階では, エコノミー毎に天然ガス供給の施設に何

らかの事由で事故が生じることを仮想して，それぞれに対

応を求めており, 第 3 章の第 3 点で指摘した自然災害又は

人災によって生じうるエネルギーインフラの損傷に注意を

喚起した. 

 

4.2 The Indonesia Exercise 

続いて, APERC ではインドネシアのみを対象とした The 

Indonesia Exercise を同国ジャカルタ市において, 2013

年 10月 22日～24日に実施した. 同演習にはインドネシア

政府の石油及びガスの安定供給担当官等が参加し, 彼らに

対しては, 3 段階に分かれた緊急時シナリオが逐次提示さ

れた.  
第 1 段階では, チラチャップ(Cilacap)製油所が地震で

損壊し, 石油製品供給に支障を生じることが想定され，第

3 章の第 3 点で指摘した自然災害の脅威が明示的に示され

ている. 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２ 第 1段階シナリオ説明ビデオ画面 

 

続いて第 2 段階では, チラチャップ製油所の被害が余震

のためさらに拡大することを想定し, 最後の第 3 段階では, 

政府に不満を持つ地域住民の妨害行為によってデュマイ

(Dumai)製油所からの石油供給にも支障が生じることを仮

想して, これも第 3 章の第 3 点で指摘した人災の脅威が明

示的に示された.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

図３ 第 3段階シナリオ説明ビデオ画面 

 

4.3 The Philippines Exercise 

これらの緊急時演習の成果も踏まえ, 2014 年に指示され

た上述の石油・ガス緊急時イニシアティブ(OGSI)において

も, 緊急時演習は継続されることとなった. 

OGSI 下での最初の演習は フィリピンを対象とし, 同国

バターン(Bataan)州において 2015 年 12 月 7 日～9 日に開

催された. 同演習には, フィリピンの石油・ガス安定供給

に関わる関係省庁等から多くの参加を得たが, そこで提示

された緊急時シナリオも多様化した脅威を想定した 3 段階

のものであった 9)．  

第 1 段階では, 船舶の衝突事故に起因して海底のガス・

パイプラインが損傷し，マランパヤ(Malampaya)ガス田から

の天然ガス供給が途絶する事態を想定した. すなわち, 天

然ガスの供給を対象に, 人災が及ぼす影響が検討された． 

 

 

 

     

   

   

   

   

図４ 第 1段階シナリオ説明図 

 

第 2 段階では, 巨大台風がフィリピンを直撃し, バター

ン州所在の Petron 製油所に被害をもたらし, 石油供給の

緊急事態が発生すると仮定し, 自然災害の脅威が明示的に

示された.  

 

  

  

  

  

  

  

  

図５ 第 2段階シナリオ説明図 
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第 3段階では, Petron 製油所に被害を与えた台風が北上

し, フィリピンにとって石油製品の主要輸入先であるチャ

イニーズ・タイペイ（台湾）も直撃し, チャイニーズ・タ

イペイの製油所 2 か所に被害が生じて, フィリピンへの石

油供給事情がさらに悪化する事態を仮想した. 自国のみな

らず，他国における自然災害もエネルギー安全保障上の脅

威となりうることを示したといえよう. 

 

 

 

 

 

 

 

  

図６ 第 3段階シナリオ説明図 

 

4.4 The Australia Exercise for Regional Capacity 

Building 

OGSI 下での 2 回目の演習は，APEC 域内から複数エコノミ

ーの参加を得て，地域全体の対応能力向上を目的に，2017

年 3 月にオーストラリア・メルボルン市で開催することが

予定されている．そこでも，エネルギー安全保障に対する

脅威の多様化，保護対象の多様化が考慮されるものとなる

と見込まれる． 

 

５．まとめ 

21 世紀初頭以降, エネルギー安全保障概念は, 脅威を

与える主体として非国家主体が登場し, 新たな脅威として

自然災害・人災, サイバー攻撃が追加され, 拡大している．

また同概念は, 保護の強化を必要とする対象として, より

広く天然ガスやエネルギーインフラを含むに至っている．

現在の広義のエネルギー安全保障を達成するため,エネル

ギーの専門家（政策立案者・企業経営者・政策研究者）は,

非国家主体, 自然災害・人災, サイバー攻撃などの新たな

要因に通暁する必要がある．このような認識は, 石油のみ

ならず天然ガスと電力の安定供給を確保するために必要と

なっている． さらに「核セキュリティ」, 「サイバーセキ

ュリティ」「エネルギー強靭性」といった関連概念も念頭に

置いておく必要がある．APEC では OGSE と OGSI プロジェク

トにおいて, サイバー攻撃を含むテロ攻撃,地震や台風な

どの自然災害や, 船舶の衝突などの人災などの緊急シナリ

オを想定し, 緊急時演習を行い, エネルギー安全保障の向

上に努めている. 
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